
調布の調調布布のの
桜めぐり

おもてなしの花も満開
　市内で桜を楽しめるスポットを紹介します。桜を見ながら、東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場周辺を
巡ってみてはいかがでしょうか。

■広報課☎481-7301問
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審議会等の会議の傍聴

●市役所2階のみずほ銀行ATMは撤去されるため、３月17日㈫から使用できなくなります　
　■問会計課☎481－7156

調布市農業振興計画第５回策定会議　■日３月18日㈬午後３時30分～（受付３時
15分から）　■所市役所１階101会議室　■定当日先着５人　■問農政課☎481－7182
第３回調布市障害者地域自立支援協議会全体会・障害者差別解消支援地域協議
会　■日３月19日㈭午後３時～６時（受付２時40分から）　■所文化会館たづくり
西館保健センター２階予防接種室　■定当日先着５人　■他車椅子や手話通訳を希
望する場合は要事前相談　■問障害福祉課☎481－7135・ 481－4288
令和元年度第８回調布市子ども・子育て会議　■日３月19日㈭午後６時30分～８
時30分（受付６時から）　■所文化会館たづくり西館保健センター３階健康増進
室　■定当日先着６人　■問子ども政策課☎481－7757
第229回東京都都市計画審議会　■日５月19日㈫午後１時30分～　■所都庁内会議
室　■定15人（多数抽選）　■申■問往復はがきに住所、氏名、電話番号を明記し、
４月21日㈫（消印有効）までに〒163－8001東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課☎03－5388－3225へ （都市計画課）

　毎年、３・４月は転出や転入などで多くの方が来庁されます。時間に余
裕を持ってお越しください。国民健康保険、児童手当、介護保険などの手
続きがない方は、神代出張所の窓口をご利用ください。混雑状況は市■HP（右
記２次元コードからアクセス可）で確認できます。

【市民課の休日窓口の取り扱い内容】
●住民異動届（転入、転出、転居など）
●印鑑登録、調布市民カードなど
●マイナンバーカード、マイナンバー通知カードの記載変更など
●住民票　●戸籍の全部・個人事項証明（戸籍謄本・抄本）
●印鑑登録証明書　●戸籍の附票　●年金現況届証明書
●住民票コード開示請求
取り扱いできない内容
●他の市区町村などに照会が必要な届け出の受け付け
●住民異動届け出の中には、受け付けできない場合あり（戸籍の届
け出がある場合、国外転入、転出証明書の再発行など）　
●広域交付住民票の取得　●特別永住者証明書交付申請・受け取り
注意事項
●戸籍の届け出（婚姻・離婚・出生・死亡など）は、庁舎管理員室（市
役所１階）でのお預かり

第２土曜日と第４日曜日の休日窓口は保険年金課、納税課も実施
■所■問保険年金課（市役所２階）☎481－7052
　　納税課（市役所３階）☎481－7214～20

諸証明の取得などは、近くの施設の利用を

■問市民課☎481－7041～5　神代出張所☎481－7600
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【受け付けまでの予想待ち時間】
★＝大混雑日（最大120分以上）
▲＝混雑日　（最大 90分以上）
※３月22日㈰はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカード・電子証明書に
関する手続きはできません

※マイナンバーを利用した手続きは午前９時から（正午～午後０時30分を除く）

【受付時間】
平　　日 ＝午前８時30分～午後５時15分
休日窓口 ＝午前９時～午後１時

住民票 戸籍謄本
・抄本

印鑑登録
証明書

戸籍の
附票

身分
証明書

年金現況
届証明書 そ の 他 時 間 休 業

施

設

神代出張所
☎481－7600 ○ ○ ○ ○ ○ ○

●不在住・不在籍証明
●臨時運行許可証（仮ナンバー）
●町名地番変更証明書
●住民異動届（異動に伴う国民年金、
国民健康保険、児童手当などの手
続きを除く）

午前８時30分
～午後５時15分

土・日曜日、
祝・休日、
年末年始

※市民プラザあくろ
すは第３月曜日、地
域福祉センターは第
４月曜日も含む

市民プラザあくろす
☎443－1215 ○ ○ ○

（登録不可） ○ ○ ○ 午前８時30分
～午後５時

入間地域福祉センター
☎03－3309－3032

深大寺地域福祉センター
☎486－3851

調布ケ丘地域福祉センター
☎487－7753

染地地域福祉センター
☎483－5578

○ ○ ○
（登録不可） ○ ○ ○ 午前９時

～午後４時30分

調布仙川郵便局
（仙川町１－20－16）
☎03－3300－3001

調布飛田給郵便局
（飛田給１－44－４）
☎481－4011
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※暗証番号入りの印鑑登録証・調布
市民カードをお持ちの方のみが取
得可

※個人番号入り住民票は取得不可

午前８時30分
～午後５時

システムメンテナン
ス時
※市民課前と神代出
張所内は土・日曜
日、祝・休日も含む

庁舎管理員室前
（市役所１階）
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※利用者証明用電子証明書を搭載し
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午前６時30分
～午後11時
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ス時、年末年始

令和元年台風第19号災害に係る義援金の支給申請をお忘れなく
　令和元年台風第19号災害により、調布市で被災された方々を支援するため、
市では独自に義援金を受け付けました。東京都から配分される義援金を合わせ
て、義援金配分委員会でその配分額を確定し、対象となる被災者の方に申請書
を送付しています。
　義援金の配分を申請する方は、必要事項を記入の上、期限までに必ず返送ま
たは持参してください。
受付期限／３月13日㈮　■申■問福祉総務課☎481－7101

令和元年台風第19号災害調布市義援金のお礼
　令和元年台風第19号災害調布市義援金に123万2480円の募金が集まりました。
集まった義援金は全額市内の被災者へ配分します。ご協力いただきありがとう
ございました。　
■問福祉総務課☎481－7101



 令和2（2020）年3月5日　　【3】No.1650

●令和元年台風第19号災害義援金にご協力をお願いします　
　募金箱設置場所／総合案内所前（市役所２階）、福祉総務課（市役所３階）、神代出張所、文化会館たづくり１階総合案内所　受付期間／３月31日㈫まで
　募金総額／86万7346円（２月20日現在）　■問福祉総務課☎481－7101

市税・国民健康保険税は納期限内に納付を～納税は私たちの義務です～
税金は皆さんの暮らしを支える財源
　市税は、福祉・教育・都市整備などに充てられる
大切な財源です。また、国民健康保険税は、国民健
康保険制度を支えるための大切な財源です。必ず納
期限までに納付をお願いします。

コンビニエンスストアでも納付可能
　曜日や時間を気にせず、全国の主要コンビニエン
スストアなど（納付書に記載）で納付できます。
利用できる税目　市・都民税（普通徴収）、固定資
産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償
却資産）、軽自動車税、国民健康保険税
期限を過ぎた場合　コンビニエンスストアでの取り
扱いができなくなります。国民健康保険税は保険年
金課へ、それ以外の市税は納税課へご連絡ください。

口座振替の利用を
　市税・国民健康保険税の納付は、納め忘れのない
口座振替をご利用ください。
　申込用紙は、市内の金融機関・ゆうちょ銀行（郵
便局）・農協と、納税課・保険年金課窓口に備え付
けてあります。

現在受け付けている税金
市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（令
和２年度から）、国民健康保険税
■申依頼書（納税通知書に同封または市内の取扱金融機
関に備え付け。郵送希望の場合は要連絡）で申し込み
※キャッシュカードを市役所に持参して、その場で口
座振替手続きができます。詳細はお問い合わせくださ
い
■他市・都民税（特別徴収）、市・都民税（年金特別徴
収（公的年金からの天引き分））、法人市民税、軽自動
車税は口座振替での納付はできません

ペイジーでも納付可能
　１月からインターネットやATMでも市税が納付で
きるようになりました。
納付方法／納付書に記載の納付番号などをインターネ
ットやATMに入力し支払い※１月から発行している
納付書（赤色）で利用可能
手数料／無料※対応していないATMもあり。時間外手
数料など一部のサービスに手数料がかかる場合あり
対象税目／市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都
市計画税、軽自動車税

滞納を放置した場合
　納期限を過ぎた後も納
付の確認が取れない場合、
督促状が送られます。
　その後も滞納状態が続
くと、法の規定に基づき、
財産（預貯金口座や不動
産など）の差押えを行い、
滞納となっている税に充
当します。

納付が困難な場合は
早めに相談を
　市では、電話や窓口で
納税の相談を受け付けて
います。災害、病気、失
業などで、納付が困難な
場合は、早めにご相談く
ださい。

■問納税課（市役所３階）☎481－7214～20
　保険年金課（市役所２階）☎481－7055・6

※２月25日時点の情報です。最新の情報は厚生労働省■HP参照

　新型コロナウイルス感染症の感染者が全国的に少しずつ増えていま
す。
　最新の正しい情報に基づき、インフルエンザ対策と同様、手洗いや
咳エチケットなどの対策をお願いします。

●東京都新型コロナウイルス電話相談窓口（コールセンター）
　☎03－5320－4509（毎日午前９時～午後９時）
●厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
　 0120－565653（午前９時～午後９時）
　 03－3595－2756（電話での相談が困難な方）

症状／風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続いている。強いだ
るさや息苦しさがある。高齢者や基礎疾患のある方は、前記の症状が
２日程度続いている
帰国者・接触者相談センター
●多摩府中保健所相談センター☎042－362－2334
　受付／午前９時～午後５時（土・日曜日、祝・休日を除く）
●都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
　☎03－5320－4592
　受付／平日：午後５時～翌午前９時
　　　　土・日曜日、祝・休日：終日

新型コロナウイルス感染症　手洗いや咳エチケットなどで対策を

　流水と石けんによる手洗いを小まめにしましょう。
　特に外出した後や咳をした後、口や鼻、目などに触
る前には手洗いを徹底しましょう。
● 洗う前に時計や指輪を外す
● 爪は短く切る
● 石けんはよく泡立てて使う
● 汚れが残りやすい箇所は意識して洗う
　（指先・指の間・親指の周り・手首・手のしわ）
● 手洗い後は十分に水で流し、清潔なタオルなどでふ
き取り乾燥させる

　周りの人への感染を予防するため、咳やくしゃみを
する場合には口と鼻をティッシュや腕の内側などで覆
いましょう。
● 咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをする
● とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合は、
ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆う
● 使用したティッシュはすぐにごみ箱に捨て、手のひ
らで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗う
■問健康推進課☎441－6100・ 441－6101

　東京2020大会を盛り上げるため、飛田給・西調布・調布駅前おもてなしガーデン
の春夏ガーデンテーマを市民投票で決定します。得票数が最も多いテーマをもとに
植栽する新しいガーデンで、世界中から調布市を訪れるお客様を
おもてなししましょう。
■期３月５日㈭～19日㈭
■内各駅のテーマを右の３案から選んで投票してください
※各案はガーデンの花の色をイメージしたものです

投票方法／市内の施設に設置した投票箱に投票用紙を投函、または市■HP
から投票（右記２次元コードからアクセス可）
投票箱設置場所／調布駅前おもてなしガーデン掲示板、総合案内所前（市
役所２階）、文化会館たづくり11階みんなの広場、各図書館、市民活動支
援センター
■他投票は１人１回。結果は４月頃（予定）に市報・市■HPでお知らせ
■問緑と公園課☎481－7083

テーマ／燃えろアスリート！
説明：アスリートを熱く応援する気持ち、東京2020大会を盛り上
げる気持ちを炎のような色（赤・オレンジ・黄）で表現

テーマ／世界の競演
説明：世界の国々を色々な花で表現

テーマ／ようこそ日本へ
説明：東京2020大会ロゴの市松模様や、日本選手団のユニフォー
ムに使われている青と白を使用

A案

B案

C案

督促状 電話催告・
　　文書催告

財産調査
預金・給与・
不動産など

滞納処分
（財産の差押えなど）

納期限

納税相談

電話催告・
　　文書催告

滞
納
が
続
く
と
…

一般的な相談

次の症状がある方は下記に相談を

予防のポイント
手 洗 い

咳エチケット

今号の特集ページ（８・９面）の中で、おもてなしガーデンを紹介
しています。詳細は９面を参照

マスク・ティッシュ
・腕の内側などで口

と鼻を覆う

手の甲 指先・爪の間

指の間 指先と手のひら
をねじり洗い

手首
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凡例 ■日⇨日時　■程⇨日程　■期⇨期間　■時⇨時間　■所⇨会場・場所　■集⇨集合時間・場所　■種⇨種目　■対⇨対象　■内⇨内容　■講⇨講師　■演⇨出演・演奏　■定⇨定員　■費⇨費用
■保⇨保育　■持⇨持ち物　■締⇨締め切り　■申⇨申し込み・申請　■他⇨その他　■主⇨主催　■共⇨共催　■後⇨後援　■問⇨問い合わせ　■HP⇨ホームページ　■Ｅ⇨Ｅメール　

■ 調布市子ども・子育て支援事業計画「調布っ子すこやかプラン」平成30年度実績報告
　市では「幼児期の学校教育・保育」
や「地域子ども・子育て支援事業」
などに関して適切なサービスを行う
ため、計画に基づいた取り組みを行
っています。この度、平成30年度の
実施状況をまとめました。
■他詳細は市■HP参照　
■問子ども政策課☎481－7757

■ ３月の休日ゆりかご調布面接

■内妊娠・出産・子育てに
関する相談や利用できる
サービスなどの紹介、育
児ギフトのプレゼント　
■他同時に母子健康手帳の
交付あり　
■申■問３月６日㈮午前９時
から電話で健康推進課☎
441－6081またはすこや
か☎481－7733へ

■ ①わくわく育児教室「らいおんクラス」
■日４月７日㈫午前９時40分～11時
■対平成31年２～４月生まれの子どもと
保護者　
■内子どもの発育、生活リズム、幼児食、
歯磨きなど　■定申し込み順30組

■ ②わくわく育児教室「こあらクラス」
■日４月７日㈫午後１時30分～３時
■対令和元年８～10月生まれの子どもと保
護者　■内子どもの発育、生活リズム、離
乳食、上手な食べさせ方など　
■定申し込み順40組
①②共に
■所文化会館たづくり西館保健センター２階
■申■問３月６日㈮午前９時から健康推進課☎441－6081
へ電話または電子申請（上記２次元コードからアクセ
ス可）から申し込み

■他平成31年度の登録者も、子どもの現在の健康状態を
把握するため再登録が必要
■問保育課☎481－7133

■ 児童館の子育てひろば事業
◎緑ケ丘児童館「ピエロさんのパペットとあそぼう」
■日３月23日㈪午前11時10分～11時55分
■対乳幼児と保護者
■内バルーンアート、マジック、腹話術
■講吉田志香（クラウンビービー）
■定申し込み順40組
■費無料　■持靴袋
■所■申■問３月９日㈪午前10時から電話または直接緑ケ丘
児童館☎03－3309－0521へ（日曜日、祝日を除く）

■ 入学前交通安全教室
　親子で交通ルールを学びましょう。
■程３月28日㈯・29日㈰　
■時午前10時～、午後２時～（各回30分前から受け付け）
※各回同内容・１時間程度　
■所子ども交通教室（深大寺元町１－30－１）
■対新小学１年生と保護者　
■内コース内での歩行練習、映像での学習など　
■定各回当日先着15組　
■費無料　
■他小雨決行、車での来場不可　
■問子ども交通教室☎487－5055（月曜日、祝日を除く）
交通対策課☎481－7454 （交通対策課）

■ 小学生向けプログラミング入門講座
　教育用プログラミング言語「スクラッチ」を使って
ゲーム作りをします。
■日３月29日㈰午前９時30分～午後０時30分　
■所市民プラザあくろす３階ホール１　
■対プログラミング初心者の小学生※要保護者同伴　
■講石原淳也（CoderDojo調布代表）　
■定申し込み順15人　■費無料　
■持Wi‒Fi 接続可能なノートパソコンまたはタブレット　
■申■問３月11日㈬午前10時30分から電話または直接市民
プラザあくろす指定管理者☎443－1211へ
 （男女共同参画推進課）

■ 令和元年度ジュニアリーダー（JL）大会
　市内各地区で活動する小・中学生と高校生のリーダ
ーが、劇や和太鼓など、日頃の活動の成果を発表しま
す。
■日３月29日㈰午前９時30分～午後０時30分（受付９時
10分から）※入退場自由　
■所グリーンホール大ホール　
■費無料　
■申当日直接会場へ　■問社会教育課☎481－7489

■ 春休み親子料理教室～親子で楽しくシコシコうどん＆さくさくクッキーを作ろう～
■程３月29日㈰
■時午前10時～正午、午後１時30分～
３時30分※各回同内容
■所市民プラザあくろす３階調理室
■対就園児～小学４年生までの子ども
（２人まで）と保護者
■講いのうえひろこ（笑顔になれる焼
き菓子＆パン屋SmileBake）　
■定各回申し込み順18人
■費2500円（材料費含む）※子ども２人の場合3750円
■持エプロン、三角巾、布巾、フェイスタオル、レジャ
ーシート、飲み物
■他乳製品、卵、小麦製品を使うため、食物アレルギー
のある方は要注意
■申■問３月10日㈫午前10時30分から電話または直接市民
プラザあくろす指定管理者☎443－1211へ
 （男女共同参画推進課）

●小児科医による健康相談
■日３月17日㈫午後１時30分～２時30分　
■講貫井清孝（ぬきいこどもクリニック院長）　
■定申し込み順５人　
■申電話または直接すこやかへ　
■他治療行為は行いません

■ ４月のもうすぐママ・パパ教室

■対令和２年７～９月に初めて出産を迎える夫婦
■定各申し込み順36人
■申■問電話で健康推進課☎441－6081へ

■ 小学校入学から義務教育就学児医療証（○子医療証）に
　乳幼児医療証を持つ方のうち、小学校に入学する６
歳の方（医療証の有効期限が３月31日まで）は、義務
教育就学児医療証（○子医療証）への資格の切り替えを
行います（保護者の方の手続きは不要）。
　○子医療証は、３月下旬に一斉に発送します。
■問子ども家庭課☎481－7093

■ 児童扶養手当３月期支払日は３月11日㈬
　１～２月の２カ月分を、登録口座に振り込みます。
なお、毎年１月期支払い以外は支払通知書を送付しま
せんので、支払い内容は通帳記帳などでご確認くださ
い。
■他登録口座を変更する場合は、各支払月（奇数月）の
前月20日までに要届け出。金融機関の統廃合などで支
店名・口座番号が変更になった場合にも、変更の届け
出が必要※児童扶養手当はひとり親家庭などのための
手当　
■申■問子ども家庭課☎481－7093

■ 令和２年度病児・病後児保育の利用登録
■対次の①～③の全てに該当する市内在住の満１歳～小
学６年生で保育園・幼稚園・小学校などに通っている
子ども
① 病気中または病気の回復期にあって、安静にする必
要から、集団生活が困難
② 保護者が仕事などのため家庭での育児ができない
③ 子どもの病気の状態から、施設の指導医による受け
入れ可能との判断がある

【お預かりする施設】
Ⓐエンゼルケアルーム（布田６－25－２）
　☎480－6160
Ⓑポピンズルーム調布（西つつじケ丘２－１－31）
　☎03－5384－2181
ⒶⒷ共に
開設日／月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）
■時午前８時30分～午後５時30分　
■定各施設１日４人　
■費１日2500円※生活保護受給世帯、前年度
市民税非課税世帯は無料　
利用登録／電子申請（右記２次元コードか
らアクセス可）、または利用登録申込書（保
育課で配布または市■HPから印刷可）、収入状況報告書
（利用料が無料となる対象者のみ）を〒182－8511市役
所３階保育課「病児・病後児保育事業」担当へ郵送ま
たは持参

調布市消防団が「国土交通大臣表彰」と
「総務省消防庁長官表彰」を受賞

　２月10日に授与式が行わ
れ、調布市消防団の小津浩
彦団長が国土交通副大臣と
消防庁長官から賞状を授与
されました。

【水防功労者国土交通大臣表彰】
　昨年10月の台風第19号の接近時に、調布市消防団が警戒
巡視、避難誘導、排水活動など積極果敢に水防活動を実施
した功績が認められ、授与されました。
【総務省消防庁長官表彰】
　ラグビーワールドカップ2019日本大会で、東京スタジア
ムで実施された全８試合で、調布市消防団が消防特別警戒
を実施した功労が認められ、授与されました。

●消防団の活動
　消防団員は、それぞれに仕事を持ちな
がら、火災・地震・風水害などから地域
の方を守るため、日頃から訓練や点検、
防災啓発活動などを行っています。
主な活動／消火活動、地元のお祭りの警
備、消火栓の点検、火災時の操法（ポン
プ車の操作、ホースなどの器具の操作な
ど）の訓練、地域の防災訓練での救急救
命講習・操法演習　など
◎あなたも消防団で活躍しませんか？
　消防団員募集中
　入団資格は、18歳以上の健康な方です。
入団希望の方はお問い合わせください。
■申■問総合防災安全課☎481－7348

新型コロナウィルス感染症に伴う
イベントの中止・延期
　感染拡大を防止するため、イベントな
どの一部が中止・延期となる場合があり
ます。参加を予定している方は、事前にお問い合わ
せいただくか、市■HP（上記２次元コードからアクセ
ス可）でご確認の上、お出掛けください。

■子ども家庭支援センターすこやか　　〒182－0022  国領町３－１－38 ココスクエア２階
　☎481－7733（午前９時～午後５時）　専用■HPあり

日　時 場　　所 定　員 申し込み締め切り

14日㈯午前

29日㈰午後

健康推進課 申し込み順
７人

子ども家庭支援
センターすこやか

申し込み順
５人

13日㈮正午

27日㈮正午

コース名 実施場所内　容 日　時

３回
コース

１回
コース 保健センター

赤ちゃんのお世話
ママのからだのケア
産後の生活

赤ちゃんのお世話など

①11日㈯午後
②13日㈪午後
③20日㈪午前

保健センター
保健センター
すこやか

11日㈯午前

らいおんクラス

こあらクラス



★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です
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■申当日直接会場へ　
■問精神障害者家族会かささぎ会・江頭☎483－3958
 （障害福祉課）

■ 調布ゆうあい福祉公社相談事業
A精神科医師による健康相談
■日３月19日㈭午前10時～11時30分　
B内科医師による健康相談
■日３月19日㈭午後３時30分～５時　
AB共に
■定申し込み順２人（１人40分）　
■費無料　
■所■申■問前日までに電話で（公財）調布ゆうあい福祉公
社☎481－7711へ

■ 調布市地域福祉活動支援事業平成31年度助成団体報告会
■日３月22日㈰午後１時30分～　
■所総合福祉センター２階201～203会議室　
■申当日直接会場へ　
■他詳細は社会福祉協議会■HP参照　
■問社会福祉協議会☎481－7617

■ 「在宅医療」について考えてみませんか～超高齢社会の医療に望むこと～
■日３月25日㈬午後１時～２時30分　
■所菊野台地域福祉センター　
■内講話、懇話会　
■講西田伸一（（公社）調布市医師会副会長）　
■定当日先着30人　
■費無料　
■他在宅医療・認知症・摂食嚥下に関するガイドブック
を配布
■問（公社）調布市医師会☎483－8648 （高齢者支援室）

■ 知って活かそう介護予防教室（全８回）
　運動や栄養、口腔、認知症予防について、上手に年
齢を重ねるこつを学びます。
■程４月13日～６月15日の月曜日（不定期）
■時午前10時～11時30分　
■所総合福祉センター
■対市内在住の65歳以上で、これまでこの事業に参加し
たことがない方※要支援・要介護認定者、介護予防・
日常生活総合事業対象者、医師から運動制限を受けて
いる人は不可　
■定申し込み順20人　
■費無料
■申■問３月６日㈮から電話で高齢者支援室☎481－7150
へ

■ 健康づくり事業ティーポットサロンⅠ期（全10回）
■程４～７月の第２・４火曜日、９月の第２・３火曜日
■時午後１時30分～３時15分
■所東京YWCA国領センター新館サロン
■対65歳以上の自力で実施場所へ通える市民
■内体操、クラフト、音楽会、講演、昼食会など
■定25人（多数抽選）　
■費6500円
■申■問往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号
を明記し、３月23日㈪（必着）までに〒182－0022国
領町７－11－１東京YWCA国領センター「ティーポッ

■ 地域包括支援センターときわぎ国領が移転
移転日／４月１日㈬
移転先／国領町７－32
－２デュスモン国領101
■他担当する地域・電話
番号は変更なし。ファク
ス番号は 433－6488
に変更
■問高齢者支援室
　☎481－7150

■ 福祉タクシー券の交付
　電車・バスなどの交通機関の利用が困難な心身に障
害のある方を対象に、タクシー利用料金の一部を助成
します。
■対在宅で施設などに入所していない次のいずれかの方　
◎身体障害者手帳
　●肢体が不自由で障害の程度が１・２級の方
　●肢体が不自由で下肢・体幹機能障害３級の方
　●内部障害１～３級の方
　●視覚障害１・２級の方
◎愛の手帳　１・２度の方
交付／２月28日までに申請した方には３月18日㈬以降
に、３月２日以降に申請した方には３月25日㈬以降に
順次発送
■他３月24日㈫以降は直接障害福祉課へ申請することで
即日交付可（■持申請書、身体障害者手帳または愛の手
帳、印鑑）。期限切れのタクシー券は障害福祉課へ返却
■申■問申請書（対象者には２月14日に発送済み）に記入・
押印の上、〒182－8511市役所２階障害福祉課☎481－
7089へ郵送または持参　

■ ワンコイン入浴事業
　３月はワンコイン入浴事業の実施月です。
■対市内在住の70歳以上で交付場所まで取りに来られる
方※生活保護受給者、自宅に風呂がない方への入浴券
を持っている方、今年度すでに入浴券を申請した方は
対象外　
■内利用期間内に１回使用できる入浴券を交付中（■締３
月19日㈭）
※神代湯（菊野台１）、梅の湯（深大寺東町６）、深大
湯（深大寺北町６）、鶴の湯（下石原１）
■費１枚につき100円（公衆浴場に直接支払い）
※入浴券を持参していない方は100円での入浴不可
入浴券を利用できる期間／３月９日㈪～22日㈰
■申■問本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）と
印鑑を持参（代理人不可）の上、高齢者支援室（市役
所２階）☎481－7150へ

■ 精神障害者家族の情報交換・相談会
■程３月14日㈯・28日㈯　
■時午後１時30分～３時30分　
■所こころの健康支援センター　

トサロン」係☎483－5151へ （高齢者支援室）

■ 調布市社会福祉協議会　会員募集
　地域の皆さんが主体となって活動している「ひだま
りサロン」や世代間交流の場づくり、障害の当事者に
よる出前講座など、さまざまな地域福祉活動を行うた
め、資金面や活動協力で支えてくださる会員を募集し
ています。
■問社会福祉協議会☎481－7617

　　税金・保険・年金

■ 税の申告はお早めに
　申告期限が近づくと、市役所と税務署の窓口は大変
混雑します。申告書の提出は早めにお願いします。申
告書（必要事項を記入し、資料を添付）は郵送でも提
出できます。

【税務署や市民税課へ提出する申告書などにはマイナ
ンバーの記載が必要】
　税務署や市民税課へ提出する申告書などには、マイ
ナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添
付が必要です。

【市・都民税の申告受け付け、所得税および復興特別
所得税の確定申告書の預かり】
■程３月16日㈪まで（土・日曜日を除く）　
■時午前９時～午後４時　
■所市民ロビー（市役所２階）
※確定申告書を預かるのは、税務署職員ではありませ
ん。申告内容の相談や確定申告書の記入方法は武蔵府
中税務署へ問い合わせを
※駐車場は混雑するので、公共交通機関の利用を

【所得税および復興特別所得税・贈与税・消費税の申
告・納税は武蔵府中税務署へ】
　確定申告期間中、税務署は大変混雑するため、自宅
のパソコンを利用した確定申告書の作成をお勧めしま
す。確定申告書や決算書などは、国税庁■HP「確定申告
特集」から画面の案内に従って金額などを入力するこ
とで作成できます。なお、税務署で申告する場合にも、
申告書はパソコンでの作成が中心です（パソコンへの
入力に関して不明な点があれば、職員などが対応）。
※確定申告期間中、車での来署不可（体が不自由な方
を除く）
■期 所得税および復興特別所得税・贈与税の申告・納税
／３月16日㈪

　消費税の申告・納税／３月31日㈫
■問市・都民税／市民税課☎481－7193～7　
　所得税および復興特別所得税など（国税）／
　　武蔵府中税務署☎042－362－4711

　　　　　４月から税証明書請求時の本人確認資料の見直し

　税証明書の不正取得の防止と、個人情報保護の徹
底を図るため、税証明書の請求時に提示していただ
く本人確認資料を見直します。健康保険証を提示す
る場合は、ほかにもう１点の確認資料が必要になり
ますのでご注意ください。
対象となる証明書／
市・都民税課税（非課税）証明書や納税証明書、固
定資産課税台帳登録証明書などの市税に関する証明
書、固定資産課税台帳の閲覧

◎税証明書の請求に必要な本人確認資料
１点の提示でよいもの／
運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバ
ーカード（個人番号カード）、住民基本台帳カード（顔
写真付き）、身体障害者手帳など官公署が発行した
顔写真付きのもの

２点（Ａから２点またはＡ・Ｂから各１点）以上の
提示が必要なもの／

■問市民税課☎481－7191・2

　親族や警察官などを騙
かた

って掛
かってきた電話に「手元に現金
がある」などと相手に伝えてし
まうと、夜中に押し入られ「金
を出せ」などと脅されて現金や
貴重品を奪われます。このよう
な手法を「アポ電強盗」と言い
ます。
　危険ですので、自分の資産状況を話すことは絶
対にやめましょう。
　このような電話があったら、すぐに調布警察署
まで通報をお願いします。
■問調布警察署生活安全課☎488－0110
　総合防災安全課☎481－7547

アポ電強盗、都内で多発

みんなでなくそう特殊詐欺

移転先

●
●●

●

●

旧品川みち

品
川
通
り狛江通り

染
地
通
り

N

コンビニ
エンスストア薬局

銀行

ファミリー
レストラン

消防署

区分 本人確認資料の例

Ａ

健康保険の被保険者証、介護保険の被保険
者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給
者証、住民基本台帳カード（顔写真なし）、
顔写真のある社員証や学生証、各種医療証
など法令に基づき発行されたものまたは特
殊加工された顔写真のあるもの

Ｂ

納税通知書、顔写真のない社員証や学生証、
預金通帳、キャッシュカード、クレジット
カード、診察券、各種会員証など本人名義
のもので本人に交付されたもの
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●証明書自動交付機は令和２年６月末で廃止（予定）
　証明書自動交付機廃止後はマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスをご利用ください。マルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストアでマイ
ナンバーカードを使って、住民票の写しと印鑑登録証明書が取得できます。　■問市民課☎481－7043

■ 国民年金保険料の産前産後期間免除制度
　届け出をすることで、出産（予定）日が属する月の
前月（多胎の場合は３カ月前）から翌々月までの期間
の国民年金保険料が免除される制度です（制度が開始
された平成31年４月分以降に限る）。
■対出産日が平成31年２月１日以降で、免除される期間
内に国民年金第１号被保険者に該当する期間が１カ月
以上ある方
■持年金手帳（マイナンバーが分かる書類でも手続き可）、
来庁者の本人確認ができるもの（運転免許証など）、
母子健康手帳などの出産（予定）日が記載された書類
■他出産予定日の６カ月前から届け出可。出産後でも手
続き可。郵送希望の場合は要連絡
■申■問保険年金課☎481－7062、日本年金機構府中年金
事務所国民年金課☎042－361－1011

■ バイクや軽自動車の廃車手続きは３月31日㈫までに
　４月１日現在にバイクや軽自動車を登録している方
は、１年分の軽自動車税が課税されます。廃棄・譲渡・
盗難・移転などがあった方は、必ず３月31日㈫までに
廃車手続きをしてください。
※車両が手元に無くても、廃車手続きをするまで課税
されますのでご注意ください

■問市民税課☎481－7191・2

　　住まい・街づくり・環境

■ 調布市の緑を考えるワークショップ
　次期緑の基本計画の策定に向けて、20年後の調布市
の緑のあり方を一緒に考えましょう。
■日３月15日㈰午前10時～正午
■所文化会館たづくり10階1001学習室
■対市内在住・在勤・在学の方、市内で緑の保全活動な
どをしている方
■内テーブルワーク　
■費無料　
■申当日直接会場へ　
■問緑と公園課☎481－7083

■ 空間放射線量の測定結果
　２月に、市内公共施設の定点測定場所10カ所で空間
放射線量を測定した結果、全測定場所で除染実施区域
となる基準の0.23マイクロシーベルトの４分の１程度
でした。測定結果は、市■HP（右記２次元コ
ードからアクセス可）をご覧ください。
■問環境政策課☎481－7087

　　スポーツ

●調布市柔道連盟会員募集
■程毎週火・金曜日（祝日を除く）　
■時小・中学生／午後６時～８時　一般／午後６時～９
時　
■所西調布体育館　■費月1000円
■申当日直接会場へ（体験可）　
■問体育協会
●春休み小・中学生卓球スクール
■程３月26日㈭・27日㈮・30日㈪・31日㈫　
■時午前９時30分～11時30分
■所総合体育館　
■対市内在住・在学の小・中学生
■定当日先着40人　■費１回300円　
■持室内用シューズ、運動のできる服装、ラケット（貸
し出しあり）
■申当日直接会場へ
●パーソナルトレーニング木曜日特別編
■程３月26日㈭
■時１クラス／正午～午後１時15分　２クラス／午後１
時30分～２時45分※クラス指定可、指導者の指定不可
■所総合体育館　
■対市内在住・在勤・在学の15歳以上でトレーニング室
利用経験のない方（中学生を除く）
■講泉原　茜（体育協会インストラクター）、丸田礼子（東
京体育機器㈱指導員）
■定各クラス２人（多数抽選）　
■費400円
■申体育協会■HPから申し込み、または往復はがきにスク
ール名、希望クラス、住所、氏名、生年月日（西暦）、
年齢、性別、電話番号を明記し、３月15日㈰（必着）
までに体育協会へ
❶ジュニアスイミングスクール（全７回）
■程４月４日～５月16日の毎週土曜日
■時Ａクラス（泳げない新小学２～６年生）／午後１時
30分～３時、Ｂクラス（クロールで25m以上泳げる新
小・中学生）／午後３時30分～５時　
■対市内在住・在学の小・中学生
■定Ａクラス50人、Ｂクラス55人（多数抽選）　
■費3000円（初回持参）
■持水着、水泳帽子、ゴーグル、タオル
❷Kidsチャレンジ体操スクール（全７回）
■程４月８日～６月３日の毎週水曜日（４月29日、５月
６日を除く）
❸跳び箱チャレンジスクール（全７回）
■程４月10日～５月22日の毎週金曜日

❷❸共に
■時新幼児クラス（平成26年４月２日～平成29年４月１
日生まれ）／午後３時30分～４時20分、新小学生クラ
ス／午後４時30分～５時30分　
■対市内在住・在学（園）の新幼児～新小学生　
■持運動のできる服装、室内用シューズ　
■定各クラス20人（多数抽選）　
■費3500円（初回持参）　
■持室内用シューズ、運動のできる服装
❶～❸共に
■所総合体育館　
■申３月15日㈰までに体育協会■HPから申し込み
■問体育協会
A卓球スクール（全６回）
■程４月８日～５月27日の毎週水曜日（４月29日、５月
６日を除く）　
■時午前９時30分～11時30分
■定40人（多数抽選）　
■費3000円（初回持参）
Bパーソナルトレーニング（４月）
■程４月８日㈬・22日㈬　
■時１クラス／午前10時30分～11時15分、２クラス／午
前11時30分～午後０時15分、３クラス／午後１時30分
～２時15分
■定各クラス１人（多数抽選）　■費400円
C初心者バレトンスクール（全10回）
■程４月９日～６月11日の毎週木曜日
■時１クラス／午前９時20分～10時20分、２クラス／午
前10時35分～11時35分
■定各クラス20人（多数抽選）　
■費4000円（初回持参）
Dヨガスクール（全10回）
■程４月10日～６月19日の毎週金曜日（６月５日を除く）
■時１クラス／午前９時20分～10時20分、２クラス／午
前10時35分～11時35分
■定各クラス16人（多数抽選）　
■費4000円（初回持参）
Eゆるゆるストレッチ（全６回）
■程①４月15日㈬②５月20日㈬③６月３日㈬④17日㈬⑤
７月１日㈬⑥15日㈬
■時午前10時30分～11時30分
■定20人（多数抽選）
■費2400円（初回持参）
Fルーシーダットン（タイ式ヨガ）（全６回）
■程４月17日～５月22日の毎週金曜日
■時午前10時30分～11時30分
■定15人（多数抽選）　■費2400円（初回持参）
A～F共に
■所総合体育館　
■対市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）
■持運動のできる服装、室内用シューズ（CDはシュー
ズ不要）、Aのみラケット（貸出しあり）、BCDのみ
ハンドタオル
■申３月15日㈰（必着）までに体育協会■HPから申し込み、
または、往復はがき（１枚１教室）にスクール名（B
は希望日・時間第３希望まで記入、CDは希望クラス
を記入）、住所、氏名、生年月日（西暦）、年齢、性別、
電話番号を明記し、体育協会へ（連記不可）
■問体育協会

３
さん
０
まる
・１
いち
０
まる
運動で

宴会の食品ロス削減にご協力を
　30・10運動とは、宴会などで、はじめの30分は席
を立たずに料理を味わい、閉会10分前になったら自
分の席に戻り、料理を残さず食べきることを心掛け
るものです。
　まだ食べられるものを捨ててしまう「食品ロス」
は、全国で年間643万トンもあると言われています。
　３・４月は、特に宴会の多いシーズンです。
　30・10運動を実践するとともに、適量を注文する
ことを心掛け、「食品ロス」を減らしましょう。
■問ごみ対策課☎481－7812
　文化生涯学習課☎481－7140

「調布市ごみアプリ」配信中
　スマートフォンでごみに関する情報を簡単に確認
できるアプリケーションです。
　「ごみの収集日カレンダー」や「ごみ分別辞典」、
「ごみの出し方」、「よくある質問」、設定した時間に
ごみ出しを知らせてくれる「アラート機能」など便
利な機能があります。
ダウンロード方法／①右記２次元コード
を読み取り、ダウンロード②「App Store」
または、「Google Play」からダウンロー
ド
※ダウンロードは無料。通信費は利用者
負担
■問ごみ対策課☎481－7812

　オンブズマンは、市の業務に関する苦情などを
受けて調査を行い、必要に応じて市に対し、是正
などの措置を講ずる勧告や制度の改善に関する提
言を行います。
手続き方法／電話・来庁・Ｅメールでの受付後、
原則、オンブズマンと面談を行い詳しく話を伺い
ます。手続きは簡単ですのでお気軽にお問い合わ
せください※オンブズマンの調査は、３カ月以内
を目途に行います
取り扱いができない事案／●市議会に関する事項
●苦情の原因となった事実のあった日から１年を
経過したもの●裁判や審査請求などにより係争中
または確定した事項など
■問オンブズマン相談室（市役所２階）☎481－7418
・ 441－1199・■Ｅsoudan@w2.city.chofu.tokyo.jp
 （市民相談課）

オンブズマン制度
～苦情解決のお手伝いをします～

■体育協会　☎481－6221　専用■HPあり　〒182－0011  深大寺北町２－１－65 総合体育館内
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App Store

Google Play

廃車手続の方法
車両区分
○ 原動機付
自転車

○ 小型特殊
自動車

○ミニカー
○排気量
　125ccを
　超える
　バイク

○軽自動車
（三輪・四輪）

窓　　　口
市民税課（市役所３階）
☎481－7191・2
■持調布市のナンバープレート
　標識交付証明書
　印鑑・運転免許証
東京運輸支局
多摩自動車検査登録事務所
（国立市北３－30－３）
☎050－5540－2033
軽自動車検査協会
東京主管事務所多摩支所
（府中市朝日町３－16－22）
☎050－3816－3104



※詳細は市■HP（右記２次元コードからアク
セス可）参照

●国勢調査の調査員を募集　令和２年10月１日を基準日として、５年に一度の国勢調査が全国一斉に行われます。市内の全ての世帯を対象とした調査です。
■期８月下旬～10月下旬　■申電話、Ｅメール、右記２次元コードから申し込み、または申込書（市■HPから印刷可）を総務課（市役所４階）へ本人が持参　報酬／約７万円（前回調査
の２調査区分の実績。１調査区はおおよそ40～70世帯）※報酬は担当する調査区の世帯数によって異なる　■問総務課☎481－7341・■Ｅtoukei@w2.city.chofu.tokyo.jp
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「暮らしの情報」は10面に続きます

　　健　　康

■ ３月１日～８日は女性の健康週間
　女性が生涯を通じて健康で明るく、心身ともに充実
した日々を過ごすことを総合的に支援するため、厚生
労働省は「女性の健康週間」を定めています。
　これを機会に、自身の健康を見つめなおしてみませ
んか。健康推進課では、女性特有の疾患に関する健康
講座や、年齢に応じて乳がん・子宮がん検診などを実
施していますのでご活用ください。
■問健康推進課☎441－6100

■ 乳がん検診

■対昭和56年３月31日以前に生まれた女性　
■内問診、視触診、マンモグラフィー　
■費1500円（検査時持参）　
受診できない方／①平成31年４月以降の市の乳がん検
診受診者②乳腺科治療中または経過観察中③生理直
前、生理中④妊娠中（可能性あり含む）⑤授乳中⑥心
臓ペースメーカ、豊胸手術など乳房内に人工物がある
方　
■申電話またはFAX（❶❷のみ）で住所、氏名、生年月日、
年齢、電話番号、検診希望日（FAXの場合のみ第３希
望まで）を各申し込み先へ
■問健康推進課☎441－6100

　　採用情報

■ （社福）東京かたばみ会臨時職員
◎学童クラブ・ユーフォー臨時職員
業務内容／小学生の育成・見守り支援など

勤務形態／月～土曜日のうち３～５日　午前８時～午
後７時15分の間で４～８時間
資格など／保育士、社会福祉士、教諭などの資格を有
する、または相当する経験を有する方
勤務地／市内学童クラブ（５カ所）・ユーフォー（７
カ所）
時給／1030円～1250円※交通費別途支給
■申■問電話予約の上、履歴書（写真添付）などを（社福）
東京かたばみ会・学童クラブ・ユーフォー事業部門な
ないろ学童クラブ☎442－4733へ （児童青少年課）

■ （社福）調布市社会福祉事業団臨時職員
◎学童クラブ・ユーフォー臨時職員
業務内容／小学生の育成・見守りなど
勤務形態／月～土曜日のうち３～５日　午前８時～午
後７時の間で、学童クラブは５時間、ユーフォーは４
時間
資格など／社会福祉士、保育士、教員資格取得者また
は取得予定者
時給／1050円※交通費別途支給
採用日／３月
■申■問電話で調布市社会福祉事業団かみふだ第１学童ク
ラブ☎444－1327へ （児童青少年課）

■ 調布市国際交流協会正規職員
業務内容／国際交流や外国人支援事業に関する事務
勤務形態／週５日・月～土曜日の交代勤務　原則とし
て午前８時30分～午後５時15分
■他詳細は同協会■HP（右記２次元コードから
アクセス可）参照
■申■問必要書類を３月12日㈭までに〒182－0026小島町
２－33－１文化会館たづくり９階調布市国際交流協会
☎441－6195へ郵送または持参 （文化生涯学習課）

■ （一財）調布市市民サービス公社嘱託・臨時職員
①公共施設の営繕係員
業務内容／小規模修繕など
勤務形態／週３～５日　午前８時30分～午後５時15分　
資格など／普通自動車免許（AT限定可・運転に慣れ
ている方）、営繕・電気工事など実務経験者歓迎
勤務地／市民プール管理棟（染地２－43－１）
②自転車駐車場巡回係員
業務内容／駐輪場の巡回など　
勤務形態／週４日　午前７時15分～午後１時15分、午
後１時～７時のシフト制　
資格など／普通自動車免許（AT限定可・運転に慣れ
ている方）
勤務地／国領町４－51－７ピエールシークル２階
③西調布南第２自転車駐車場管理員
業務内容／定期利用申請受付（パソコン使用）など
勤務形態／週３日　午前６時30分～正午、午後３時～
８時30分のシフト制（各１人勤務）
勤務地／上石原２－32－２
④教育会館管理員
業務内容／施設使用受付（パソコン使用）など
勤務形態／週３日　平日：午後５時30分～午後９時30

分、土・日曜日、祝日：午前８時30分～午後０時30分、
午後０時30分～５時30分、午後５時30分～９時30分の
シフト制（各１人勤務）
勤務地／小島町２－36－１
⑤深大寺地域福祉センター管理員
業務内容／施設使用受付など
勤務形態／週４日　午前８時45分～午後０時45分、午
後０時45分～５時15分、午後５時15分～９時45分のシ
フト制（各１人勤務）
資格など／事務職経験がある方
勤務地／深大寺北町２－40－１
⑥スポーツ・保養施設インフォメーションコーナー、
みんなの広場受付係員
業務内容／施設利用受付案内（パソコン使用）など
勤務形態／月６日　午前８時45分～午後０時15分（勤
務日が月の初日に該当する場合：午前８時30分～午後
０時30分）
勤務地／文化会館たづくり（小島町２－33－１）
①～⑥共に
時給／①1200円②～⑥1013円（いずれも交通費なし）
雇用期間／３月31日㈫まで試用期間。以降は更新可
採用日／３月23日㈪　
選考／書類選考、面接。面接日は、書類選考合格者の
み３月18日㈬までに電話連絡
■他車・バイク通勤不可。勤務曜日・時間固定不可
■申■問履歴書（写真貼付）に希望職種番号（複数選択可）
を記入し、３月11日㈬（必着）までに〒182－0022国
領町４－51－７ピエールシークル２階（一財）調布市
市民サービス公社☎486－2112へ郵送（持参不可）
 （行財政改革課）

■ 令和２年度　会計年度任用職員
◎高齢者支援員　
業務内容／生活保護を受給している高齢者の介護サー
ビスの確認、ケアプランの点検、入所施設の確認など　
勤務形態／月16日　平日午前９時～午後５時　
資格など／介護支援専門員または社会福祉士の資格を
有し、有資格者として２年以上の実務経験を有する方　
時給／1600円　
■申■問申込書・受験票（生活福祉課（市役所３階）で配
布、または市■HPから印刷可）、資格を証する書類の写
し、返信用封筒（長形３号封筒に返信先を記入のうえ、
84円切手を貼付）を、３月17日㈫までに〒182－8511
市役所３階生活福祉課☎481－7098へ郵送または本人
が持参（持参の場合は返信用封筒不要）

■ 令和２年度子育てひろば助産師相談事業相談員
業務内容／妊娠中と乳幼児の保護者の相談対応
勤務形態／月１回程度
■申申込書と資格を証する書類の写しを３月20日㈷まで
に児童青少年課（市役所３階）へ本人が持参
■問児童青少年課☎481－7534

　賃貸アパートや借家は、契約が終了すると、借主
は部屋を元の状態に戻して貸主に返さなければいけ
ません。この原状回復義務の範囲をめぐって、退去
時にトラブルになることがあります。
　トラブルになった場合は、国土交通省や東京都が
公表している「原状回復のガイドライン」を参考に、
解決に向けて双方で話し合います。ガイドラインで
は、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と
考えられる一般的な基準を示しています。入居中に
借主の不注意により生じた損傷や、汚損部分につい
ては借主の費用負担になりますが、経年変化や通常
の使用の中で悪くなったもの（通常損耗）について
借主は原状回復義務を負わないとしています。
　経年変化や通常損耗とされる例として、家具の設
置による床やカーペットのへこみ、冷蔵庫を設置し
た後部壁面の黒ずみ（いわゆる電気やけ）などがあ

ります。
　なお、４月１日から改正民法が施行され、原状回
復義務についてのガイドラインの考え方が明文化さ
れます。
　賃貸借契約の退去時にトラブルになった場合は、
改正民法の考え方とともに、ガイドラインで示され
ている基準を参考にしてください。ガイドラインの
内容は■HPでも確認できます。

　■問調布市消費生活センター（市役所３階）
　　☎481－7034
　来所相談／平日午前９時～正午・午後１時～３時
　　　　　（事前予約制）
　電話相談／ 平日午前９時～正午・午後１時～３時

30分、第２土曜日午前９時～正午　

賃貸アパートなどの
退去時のトラブル

■期３月20日㈷～24日㈫　■時午前10時～午後５時
■対定期契約中の学生で、４月以降も引き続き減額
申請する方※現在使用のICカード定期券は３月末
で無効　
■持学生証・合格証など
受付場所／
●西調布駅・飛田給駅周辺駐車場：
　西調布南第２自転車駐車場（上石原２－32－２）
●調布駅・布田駅・京王多摩川駅周辺駐車場：
　調布南第１自転車駐車場（布田４－17－10）
●国領駅周辺駐車場：
　国領西自転車等駐車場（国領町１－44－38）
●柴崎駅周辺駐車場：
　柴崎東自転車駐車場（菊野台１－22－３）
● つつじヶ丘駅周辺駐車場：つつじケ丘南第２自
転車等駐車場（東つつじケ丘２－１－26）

●仙川駅周辺駐車場：
　仙川南第２自転車駐車場（仙川町１－50－２）
■問（一財）調布市市民サービス公社☎486－2141
 （交通対策課）

自転車等駐車場の学生更新

実施場所 検診日 申し込み方法

❶調布東山病院
【定員各月200人】
（調布駅から徒歩１分）

❸つつじヶ丘
　神代クリニック
【定員各月150人】

（つつじヶ丘駅）から徒歩５分

❷調布病院
【定員各月100人】

（調布駅、京王多）摩川駅からバス

❹飯野病院
【定員各月100人】
（調布駅から徒歩１分）

月・火・木・
金・土曜日の
午後

月～水曜日の
午前

月～金曜日の
午後

金・土曜日

☎481－5515　 481－5514

（月～土曜日　　　　　　）　午前９時～午後４時30分

☎443－2246

（月～水曜日　　　　　　）　　　　午前９時～11時・
　　　　午後３時～５時
　土曜日　午前９時～11時

☎484－2626　 481－0323

（月～金曜日　　　　　　）　午前９時～午後４時30分
　土曜日
　午前９時～午後０時30分

☎483－8851

（月～水・金・土曜日）　午前９時～午後５時

【市内検診機関】※12日までの申し込みは翌月、13日
以降の申し込みは翌々月の受診

●ⒸYUKI ISHIIⒸYUKI ISHIIⒸYUKI ISHII●ⒸYUKI ISHII●ⒸYUKI ISHII
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■広報課☎481-7301■広報課☎481-7301

調布のののののののののののの桜めぐり
問

市内には他にも
桜がきれいなスポット
がたくさんあります。

今年も
楽しみです

花いっぱい
サポーターさんに
聞きました！

花いっぱいサポーター
養成講座講師

谷村さん
　１年中花が咲くように、みんなで
愛情を持ってお手入れしています。
季節により少しずつガーデンの表
情が変わり、４月になると調布駅の
ガーデンにはチューリップが咲き
ます。ガーデンによって雰囲気が違
いますので、それぞれのガーデンを
巡ってみてください。

競技
会場

競技
会場

競技
会場

調布市
観光マ

ップを

持って
市内を

巡ろう
！

3

調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調布布のののの桜桜桜桜桜桜桜桜桜めめぐぐ
おもてなしの花も満開
　市内には桜を楽しめるスポットがたくさんあります。今年は東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。お花
見や散歩がてら、競技会場周辺を巡ってみてはいかがでしょうか。

　7～9月に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の会場となる味の素スタジアム（東京
スタジアム）と武蔵野の森総合スポーツプラザの間には、まっすぐな桜のトンネルが続いています。

　東京2020大会のおもてなしの一環として、飛田給駅・西調布駅・調布駅の周辺
で、花壇の植え付けや花のコンテナなどでの装飾をしています。花いっぱいサ
ポーターの日頃の手入れにより、いつもきれいな花が咲いています。

　テーマ別におすすめコースを紹介し、地図には桜を見ることがで
きるスポットも載っています。
配布場所／産業振興課(市役所3階)、調布市観光案内所「ぬくもりス
テーション」、深大寺観光案内所など　■問産業振興課☎481－7183

　早咲きの大寒桜や遅咲きのサトザクラ類、新しい品種として命名さ
れた神代曙の原木を含め60種720本の桜を見ることができます。

　コヒガンなど開花時期が違うさまざまな品種があるので、武蔵野
の森公園が発行しているサクラマップを持って、園内を巡るのもお
すすめです。

　桜堤通りの「彫刻のある散歩路」では、9点のオブジェと桜のコラボ
レーションが見られます。多摩川住宅の外周や多摩川の土手の桜並木
を見ながら、散歩やランニングをしてみてはいかがでしょうか。

　深大寺通りや境内には、参拝
者を迎えるように多くの桜が咲
きます。深大寺の散策がてら、桜
を楽しめます。
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アクセスは
こちら！

飛田給・西調布・調布駅前おもてなしガーデンテーマ市民投票を受付中。詳細は3面へ

■問緑と公園課☎481－7083

おもてなし
ガーデン
おもてなし
ガーデン

おもてなし
ガーデン
おもてなし
ガーデン

おもてなし
ガーデン
おもてなし
ガーデン

神代曙

令和2（2020）年3月5日 　 【9】　  　特　集 【8】　No.1650 特　集

　午後３時30分～（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります　
〈5日号〉 ３月5日～11日　「調布・木島平村採れたて旬情報」、職員インタビューなど
〈12日号〉３月12日～19日「イベントリポート」、職員インタビューなど

放送時間　毎日正午～、午後４時～、８時～（各30分）
※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」

■期３月10日（火）～４月12日（日）※月曜日は休
園。３月30日（月）は臨時開園　
■時午前９時30分～午後５時（入園は４時まで）
■内椿・さくらガイドツアー、つばき展、さくらコ
ンサート、講演会・ガイド「さくらの楽しみ方」　
入園料／大人500円、65歳以上250円、中学生
200円、小学生以下と都内在住・在学の中学生は
無料
■問都立神代植物公園サービスセンター☎483－2300　（産業振興課）

緑と公園課☎481－7083

調布
駅前

西調布
駅前

花いっぱいサポーターの皆さん
　ガーデニング好きの仲間同士で作業すると
楽しいです。通りがかった方に「お手入れして
くれてありがとう」「きれいね」と声を掛けても
らえるのがうれしいです。ぜひ私たちが作って
いる色とりどりのガーデンを見てください。

飛田給
駅前


